
番号 テ  ー  マ 説  明  の  概  要 担　当　課

○　確かなくらしの基盤を守り、活かします

　　　基　・・・　安全・安心な暮らし　社会の基盤　安心への備え・防犯

1 食品の安全・衛生対策

○家庭における食中毒の防止方法について
○食品添加物の安全について
○輸入食品・残留農薬の検査状況について
○食品表示制度について
○遺伝子組換え食品の安全性について

食品環境課
tel:026-235-7155
fax:026-232-7288
mail:syokukan@pref.nagano.jp
保健所食品衛生課

2

きちんと衛生管理して
いますか
－入浴施設等におけるレ
ジオネラ症防止対策－

○レジオネラ症の基礎知識
○入浴施設の衛生管理の方法
○長野県のレジオネラ症防止対策
○入浴マナー

食品環境課
tel:026-235-7153,fax:026-232-7288
mail:syokukan@pref.nagano.jp
保健所生活衛生課

3 身近に感じる献血

○はじめての献血（基礎知識）
○若者の献血（献血のしくみ・大切さ）
○県内の献血の現状
○献血方法、献血基準
○献血された血液の使われ方

薬務課
tel:026-235-7159
fax:026-235-7398
mail:yakumuka@pref.nagano.jp

4 薬の正しい用い方

○基礎知識（容器や包装の表示、剤形、用
　法・用量、服用方法）
○正しい保管方法
○使用上の注意
○医薬品等の安全性（中国製ダイエット用
　健康食品問題など）
○医薬分業について（処方せん、医薬分業
　の仕組み､｢かかりつけ薬局｣の利点）

薬務課
tel:026-235-7157
fax:026-235-7398
mail:yakumuka@pref.nagano.jp

5 消費生活講座

○悪質商法の手口とその対処方法等につい
　て
○消費生活をめぐる時々の話題や問題につ
　いて

生活文化課
tel:026-235-7172,fax:026-234-6579
mail:seibun@pref.nagano.jp

6 ＬＰガスの安全利用

○ＬＰガスの安全利用
○ＬＰガスの正しい使い方
○災害時の対応
○ガス設備の安全チェック
○安全機能付ガス器具･設備の紹介（事業
　者向け）
○保安業務、最近の事故例からの留意事項

産業技術支援課
tel:026-235-7196
fax:026-235-7197
mail:sangi@pref.nagano.jp
地方事務所商工雇用（建築）課

7 長野県の交通

○県内の交通基盤の整備状況について
　・高速交通網の整備状況
　・県内の鉄道事業、バス事業等の現状
○中山間地域等における生活交通の確保に
　ついて

交通政策課
tel:026-235-7015,fax:026-235-7396
mail:kotsu@pref.nagano.jp

8 長野県の道路

○道路の種類、現況、整備水準、道路整備
　計画、関係予算と財源、維持管理
○トンネルと橋梁
○道の駅
○交通量の現況
○交通安全・防災対策
○県内の高規格幹線道路の整備状況につい
　て
　・上信越自動車道の四車線化
　・中部横断自動車道
　・中部縦貫自動車道
　・三遠南信道路

道路維持課
tel:026-235-7300,fax:026-235-7369
mail:douroiji@pref.nagano.jp
道路建設課
tel:026-235-7304,fax:026-235-7391
mail:douroken@pref.nagano.jp
道路建設課道路計画室
tel:026-235-7305,fax:026-235-7391
mail:roadplan@pref.nagano.jp

「長野県政　出前講座」テーマ一覧
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9 長野県の河川

○長野県の河川現況について
○河川とのかかわりについて
  ・治水（整備方針、主な事業）
　・災害（過去の災害、災害事業）
　・環境（近年の取組み状況）
　・利水（利水の現状）
　・管理（地域住民による活動紹介等）
  ・水防（水防情報のシステム紹介、水防
　　管理団体による活動紹介等）

河川課
tel:026-235-7309
fax:026-225-7069
mail:kasenka@pref.nagano.jp

10 長野県の砂防

○長野県の砂防現況
○砂防事業の現状と課題
○ハード事業について（環境、計画論）
○ソフト対策について（土砂災害防止法、
　土砂災害相互情報システム整備）

砂防課
tel:026-235-7316
fax:026-233-4029
mail:sabouka@pref.nagano.jp

11 長野県の都市計画

○都市計画制度の仕組みについて
○土地利用の方針と行為制限
○都市に必要な施設の計画と整備の手法
○市街地開発事業の種類と方法
○都市計画の手続き

都市計画課
tel:026-235-7297,fax:026-252-7315
mail:tosikei@pref.nagano.jp

12 公共事業の用地取得

○公共事業に関わる用地補償について
（事業説明、測量・調査、補償金額の算
　定、契約内容の説明、契約・登記・移
　転、支払）

監理課
tel:026-235-7295,fax:026-235-7482
mail:kanri@pref.nagano.jp

13 長野県のCALS/EC
○長野県の電子入札システムについて
○電子納品と情報共有の取り組みについて
○長野県のCALS/EC推進計画について

監理課技術管理室
tel:026-235-7313,fax:026-235-7482
mail:gijukan@pref.nagano.jp

14 長野県の入札制度改革

○入札制度改革の取り組みと実施状況につ
　いて
○低入札価格調査制度について
○価格だけによらない入札方式について

監理課技術管理室
tel:026-235-7313
fax:026-235-7482
mail:gijukan@pref.nagano.jp

15
不動産取引・住宅賃貸
借のポイント

○宅地や建物の不動産取引及び住宅賃貸借
　の際、トラブルになりやすい事項や、契
　約前にチェックするポイントについて

建築管理課
tel:026-235-7334,fax:026-235-7479
mail:kenchiku@pref.nagano.jp

16 県営住宅の整備

○県営住宅の整備について（管理状況、建
　替計画、既存住宅の有効活用、新しい取
　り組み（ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ・間伐材活用）
○県営住宅の入居について（入居者資格、
　家賃算定の方法、県営住宅の所在地、グ
　ループホーム等への活用）
○県営住宅に関する御意見、御要望につい
　て

住宅課
tel:026-235-7337
fax:026-235-7486
mail:jutaku@pref.nagano.jp

17
木造住宅の耐震診断・
耐震改修

○建築基準法等における耐震に関する制度
○建物の耐震診断、耐震改修の方法につい
　て
○県が取り組む耐震化事業（すまいの安全
　「とうかい」防止対策事業）について

建築管理課
tel:026-235-7334,fax:026-235-7479
mail:kenchiku@pref.nagano.jp

18 土地収用制度の仕組み
○土地収用制度の仕組みについて
　・事業認定手続
　・収用裁決手続

建築管理課土地・景観室
tel:026-235-7017,fax:026-235-7479
mail:tochi-keikan@pref.nagano.jp

19 犯罪抑止対策

○犯罪発生状況及び特徴
○犯罪の抑止対策
  ・女性、子ども等弱者対策
  ・各種防犯対策
  ・「安全･安心まちづくり」の推進

警察本部生活安全企画課
tel:026-233-0110(内線3042)
mail:police@avis.ne.jp
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20
少年の非行防止と健全
育成

○少年非行の現状・総合的な少年非行防止
　対策
  ・少年を非行から守る環境浄化活動
  ・被害者少年の保護
  ・支援活動の施策
  ・少年の防犯意識や規範意識醸成の施策
  ・関係機関・団体との連携など

警察本部少年課少年サポートセン
ター
tel:026-233-0110（内線3071）
mail:police@avis.ne.jp

21
暴力団等に対する対応
要領

○暴力団の特徴と現状
○不当要求行為の実態
○事例に基づく具体的対応要領
○被害防止のための必要な法令

警察本部組織犯罪対策課
tel:026-233-0110(内線4433)
mail:police@avis.ne.jp

22 交通事故の防止対策

○交通事故の発生件数と原因･特徴
○交通事故の防止対策
　・高齢者事故の防止、昼間点灯
　・シートベルト着用、夜光反射材の普及
　・飲酒運転追放作戦
　・しなの路交通安全得々コンテスト
　・高速道路での交通事故防止
　など

警察本部交通企画課
tel:026-233-0110(内線5023)
mail:police@avis.ne.jp

○　持続可能な社会の「環」を創ります

　　　環　・・・　環境　自然との共生　県産材

23
長野県の地球温暖化対
策

○地球温暖化の現状について
○長野県の地球温暖化防止県民計画につい
　て

地球環境課
tel:026-235-7023,fax:026-235-7491
mail:chikyu@pref.nagano.jp

24 自然エネルギーの活用
○自然エネルギーの種類やその導入事例に
　ついて
○長野県の取り組み状況についてなど

地球環境課
tel:026-235-7023,fax:026-235-7491
mail:chikyu@pref.nagano.jp

25
化学物質（ダイオキシ
ン類を含む）対策

○化学物質の管理について
○長野県のダイオキシン類排出抑制の取組
　みについて
○ダイオキシン類に関する地域情報につい
　て
○リスクコミニュケーションについて

地球環境課
tel:026-235-7177,fax:026-235-7491
mail:chikyu@pref.nagano.jp
廃棄物監視指導室､地方事務所生活環
境課

26
第3次長野県水環境保
全総合計画

○良好な水環境を保全していくために、長
　野県として取り組む施策について
○水環境を保全するために県民、事業者の
　皆さんに協力いただきたい実践行動につ
　いて

水環境課
tel:026-235-7168
fax:026-235-7366
mail:mizukankyo@pref.nagano.jp

27
 新
せせらぎサイエンスの
普及

○水辺の観察会の進め方について
水環境課
tel:026-235-7168,fax:026-235-7366
mail:mizukankyo@pref.nagano.jp

28
有害外来植物（アレチ
ウリ）の駆除活動

○河川等におけるアレチウリの繁殖拡大に
　よる生態系への影響懸念について
○駆除方法の説明と、駆除活動への参加呼
　びかけ

水環境課
tel:026-235-7168,fax:026-235-7366
mail:mizukankyo@pref.nagano.jp
地方事務所生活環境課

29 長野県の下水道

○下水道の整備状況、役割、種類、しく
　み、建設、維持管理○長野県の流域下水
　道（諏訪湖流域下水道、犀川安曇野流域
　下水道、千曲川流域下水道）

生活排水対策室
tel:026-235-7299,fax:026-235-7399
mail:seikatsuhaisui@pref.nagano.jp

30
 新
長野県の浄化槽

○浄化槽の適正な維持管理について
生活排水対策室
tel:026-235-7299,fax:026-235-7399
mail:seikatsuhaisui@pref.nagano.jp

31
 新
雨水の各戸貯留施設

○浅川流域における雨水の各戸貯留施設の
　設置効果について

生活排水対策室
tel:026-235-7299,fax:026-235-7399
mail:seikatsuhaisui@pref.nagano.jp
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32 長野県の自然環境

○県内の自然の状況（野生動植物、地形･
　地質など）
○豊かな自然を守るために必要な対策
○自然環境･環境学習の促進について
○人と里山との関わり

環境自然保護課
tel:026-235-7180,fax:026-235-7498
mail:kankyou@pref.nagano.jp
環境保全研究所
tel:026-239-1031,fax:026-239-2929
mail:kanken-shizen@pref.nagano.jp

33 環境影響評価制度

○事業が及ぼす環境影響をあらかじめ評価
　し、適正な環境保全を推進するための制
　度である、環境影響評価制度の内容につ
　いて

環境自然保護課
tel:026-235-7178,fax:026-235-7498
mail:kankyou@pref.nagano.jp

33-2

 新
霧ヶ峰高原の魅力
－霧ヶ峰お出かけセン
ター－

○長野県自然保護センターの職員が、霧ヶ
　峰の魅力や近年発生している問題点ビデ
　オや動物のはくせいなどを使いながら紹
　介

諏訪地方事務所生活環境課
tel:0266-57-2902,fax:0266-57-2904
mail:suwachi-seikatsu@pref.nagano.jp
霧ヶ峰自然保護センター
tel:0266-53-6456,fax:0266-53-6456
mail: k-center@dia.janis.or.jp

34
ごみの減量化・リサイ
クルの取組み

○循環型社会に向けての法制度の概況
○廃棄物の減量化・リサイクルの現況
○取り組んでいる施策
○県民や事業者に求められている取組み等
　について

廃棄物対策課
tel:026-235-7181
fax:026-235-7259
mail:haikibut@pref.nagano.jp

35
自然と共生する農業の
推進

○環境に負荷を与えない農業への転換につ
　いて
○化学肥料・化学合成農薬の使用量を削減
　する栽培への支援について

農政課
tel:026-235-7213,fax:026-235-7393
mail:nousei@pref.nagano.jp
地方事務所農政課

36
家畜の伝染病と畜産物
の安全性

○ＢＳＥや高病原性インフルエンザなどの
　家畜の伝染病対策について
○畜産物の安全性対策について

畜産課
tel:026-235-7236,fax:026-232-0764
mail:tikusan@pref.nagano.jp

37
ブラックバス等外来魚
対策

○外来魚の生態及び生息状況
○外来魚に対する県の基本的な考え方
○ブラックバス等外来魚に関する規制等
○外来魚駆除対策の実施状況

園芸特産課
tel:026-235-7230
fax:026-235-7483
mail:entoku@pref.nagano.jp

38
森林整備に関する新税
の導入

○県が検討を進めている、超過課税方式に
　よる｢森林整備に関する新税｣について、
　その目的や使途、他県の状況などについ
　て

林政課
tel:026-235-7261,fax:026-233-4032
mail:rinsei@pref.nagano.jp

39 県産材の活用
○県産材を使うことの意義
○県産材を活用した事例等の紹介
○県産材利用促進についての県の各種施策

信州の木利用推進課
tel:026-235-7266,fax:026-234-1550
mail:wood-use@pref.nagano.jp

40
県産材による住まいづ
くり

○環境や健康に配慮したこれからの住まい
　づくり
○県産材を活用した質の高い住まいづくり
　の取り組み
○｢信州ふるさとの住まい助成金」(県産材
　住宅建設に対する助成制度）の利用方法

建築管理課
tel:026-235-7332
fax:026-235-7479
mail:kenchiku@pref.nagano.jp

○　森羅万象　命いきいき信州を目指します

　　　郷　・・・　農業　林業

41
長野県原産地呼称管理
制度

○農産物の｢大きさ･色･形｣等の既存の規格
　だけでなく、農産物の価値を計る基準を
　｢味覚･栽培方法･生産方法｣等に求め、消
　費者の視点で策定し表示していく｢長野
　県原産地呼称管理制度｣の仕組みについ
　て

農政課
tel:026-235-7213,fax:026-235-7393
mail:nousei@pref.nagano.jp
産業技術支援課
tel:026-235-7196,fax:026-235-7197
mail:sangi@pref.nagano.jp
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42
JAS法に基づく食品の
表示制度と安全性の確
保

○ＪＡＳ法に基づく原産地表示制度、有機
　農産物表示制度について
○農薬の適正使用について(農薬取締法を
　含む)

農政課
tel:026-235-7213,fax:026-235-7393
mail:nousei@pref.nagano.jp
農業技術課
tel:026-235-7221,fax:026-235-8392
mail:nougi@pref.nagano.jp

43
トレーサビリティシス
テム

○生産者の顔の見える生産履歴を消費者に
　伝えていく仕組みについて

農政課
tel:026-235-7213,fax:026-235-7393
mail:nousei@pref.nagano.jp

44 県の就農支援体制

○新規に就農を希望する人のための相談
○栽培技術・経営管理の研修
○リース事業や制度資金などの各種支援体
　制について

農業技術課
tel:026-235-7222,fax:026-235-8392
mail:nougi@pref.nagano.jp
農業改良普及センター
農業大学校
tel:026-278-5211,fax:026-261-2121
mail:nnodai@janis.or.jp

45 草資源の放牧活用

○耕作放棄地への放牧に関する県内外の状
　況について
○期待される効果について
○取り組みに対する支援

畜産課
tel:026-235-7234
fax:026-232-0764
mail:tikusan@pref.nagano.jp

46 農業農村整備事業
○地域の課題に対応する事業について
○計画策定までの進め方について
○環境に配慮した整備手法について

土地改良課
tel:026-235-7238,fax:026-233-4069
mail:tochikai@pref.nagano.jp

47 鳥獣被害対策
○農山村地域に深刻な影響を与えている野
　生鳥獣による農作物被害への対策につい
　て

農村整備課
tel:026-235-7244,fax:026-235-7484
mail:nouson@pref.nagano.jp
森林保全課
tel:026-235-7270,fax:026-234-0330
mail:sinrin@pref.nagano.jp

48

 新
長野県ふるさとの森林
づくり条例と森林づく
りへの参加

○長野県森林づくり条例、森林づくり指針
　について
○森林整備保全重点地域、里山整備利用地
　域制度について
○森林づくりへの参加について

林政課
tel:026-235-7261,fax:026-233-4032
mail:rinsei@pref.nagano.jp

49
森林整備とその推進施
策

○森林整備の重要性と多様な主体による森
　林整備を推進する造林補助制度等につい
　て

林業振興課
tel:026-235-7274,fax:026-234-1550
mail:ringyou@pref.nagano.jp
森林保全課
tel:026-235-7275,fax:026-234-0330
mail:sinrin@pref.nagano.jp
地方事務所林務課

50
多様な森林づくりと地
域材の活用

○多様な森林とは
○森林整備の必要性
○なぜ県産材がいいのか
○県産材を使うことが、なぜ地域の森林を
　守ることになるのか

林業振興課
tel:026-235-7274,fax:026-234-1550
mail:ringyou@pref.nagano.jp
森林保全課
tel:026-235-7275,fax:026-234-0330
mail:sinrin@pref.nagano.jp
信州の木利用推進課
tel:026-235-7266,fax:026-234-1550
mail:wood-use@pref.nagano.jp
地方事務所林務課

51 保安林制度
○保安林制度の説明（概要、主な利点や制
　限）
○治山事業の説明

森林保全課
tel:026-235-7272,fax:026-234-0330
mail:sinrin@pref.nagano.jp
地方事務所林務課

52 樹木の病害虫対策 ○身近な緑の病害虫対策等について
森林保全課
tel:026-235-7275,fax:026-234-0330
mail:sinrin@pref.nagano.jp
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53 きのこの栽培と機能
○きのこの栽培方法について
○野生きのこの特徴
○きのこの機能性について

林業総合センター
tel:0263-52-0600,fax:0263-51-1311
mail:frc@frc.pref.nagano.jp

○　「美しい景観、心のふるさと、信州」を実現します

　　　美　・・・　景観

54
景観法や景観形成住民
協定制度による地域の
景観づくり

○景観法の概要と活用について
○「景観形成住民協定」制度について（目
　的、認定要件等）
○協定締結のための準備組織づくりについ
　て（協定準備委員会等の組織の概要）
○協定案の検討について（景観づくりの方
　向、景観づくりのﾎﾟｲﾝﾄ、個性的な景観
　の演出法）
○協定の締結について
○協定に基づく景観づくりの実践について
　（修景事業等の効果的な手法）
○協定の維持管理（協定事項の追加等の修
　正）

建築管理課土地・景観室
tel:026-235-7348
fax:026-235-7479
mail:tochi-keikan@pref.nagano.jp

○　こころにやさしい信州を目指します

　　　心　・・・　福祉　子育て　保健　医療　こころのケア

55
老人保健制度ってなに
ー老人保健制度の概要
―

○制度の概要や本県老人医療費の状況、医
　療機関受診に当たって心掛けたいこと

厚生課
tel:026-235-7114,fax:026-235-7485
mail:kousei@pref.nagano.jp

56
 新
福祉サービス第三者評
価制度

○平成17年12月開始予定の本県における福
　祉サービス第三者評価制度について
※　10月以後の開催でお申込み願います。

厚生課
tel:026-235-7093
fax:026-235-7485
mail:kousei@pref.nagano.jp

57
国民健康保険ってなに
ー国民健康保険制度の
概況―

○制度の概要や本県国保財政の状況につい
　て

国民健康保険室
tel:026-235-7096,fax026-235-7260
mail:kokuho@pref.nagano.jp

58 市町村地域福祉計画
○地域福祉計画とは何か
○地域福祉計画は何を目指すのか
○地域福祉計画づくりの主役について

コモンズ福祉課
tel:026-235-7108,fax:026-235-7392
mail:commons-fukushi@pref.nagano.jp
地方事務所厚生課

59
 新
介護保険制度

○介護保険制度の改正内容等について

高齢福祉課
tel:026-235-7111,fax:026-235-7394
mail:kourei@pref.nagano.jp
地方事務所厚生課

60
夢　チャレンジ
「長野県障害者プラ
ン」（H14～H23年度）

○プランの理念や基本的視点
○重点的に実施する施策
○本県の目指す障害者施策の方向

障害福祉課
tel:026-235-7104,fax:026-234-2369
mail:fukushi@pref.nagano.jp
地方事務所厚生課

61 障害福祉施策

○支援費制度の概要について・利用者本人
　の利用申請・サービス提供事業者の選択
　・事業者との契約など
○17年度から施行される予定の「障害者自
　立支援法」の概要等について

障害福祉課
tel:026-235-7104,fax:026-234-2369
mail:fukushi@pref.nagano.jp
地方事務所厚生課

62 障害者の自律支援
○障害者が自律して生活するための支援に
　ついて

障害者自律支援室
tel:026-235-7105,fax:026-234-2369
mail:jiritsushien@pref.nagano.jp
障害福祉課
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63
 新
ＤＶ被害の正しい理解
と県の支援体制

○ＤＶ被害の理解を深めるため、ＤＶの仕
　組みを説明し、被害者に対する県の取り
　組みについて情報提供します

女性相談センター
tel:026-232-3348
fax:026-232-3348
mail:joseisodan@pref.nagano.jp

64
児童虐待の正しい理解
のために

○具体的な事例に基づいた児童虐待の理解
　とその対処方法、県の取組みについて

児童相談所

65
子育てに悩んでいませ
んか

○子どもの養育に悩み苦しむ世帯を対象
　に、身近な悩みの例を交えて、児童福
　祉・心理面から助言します

児童相談所

66
第四次長野県保健医療
計画

○計画の基本的な考え方
○長野県保健医療の現状
○保健医療施策
○重点プロジェクト

医務課
tel:026-235-7145
fax:026-223-7106
mail:imu@pref.nagano.jp

67 こどもの健康講座 ○こどもの発育と発達と生理　等

医務課県立病院室
tel:026-235-7143,fax:026-223-7106
mail:byoinshitsu@pref.nagano.jp
県立こども病院

68 こころの健康講座

○精神障害について
　・精神障害者の社会復帰について
　・メンタルヘルスについて
　ほか

医務課県立病院室
県立駒ヶ根病院
tel:0265-83-3181,fax:0265-83-4158
mail:komaganebyoin@pref.nagano.jp

69 生活習慣病
○糖尿病でも健康に暮らす
○糖尿病の食事療法

県立病院室、県立須坂病院、県立阿
南病院 、県立木曽病院

70 こどもの病気と予防法

○こどもの病気と予防法
　・家庭内事故   ・感染症（予防注射）
　・アレルギー　 ・発熱と痙攣
　・嘔吐と下痢
○　こどもが急病になった時
　・長野県の小児救急医療システム
　・親ができる救急処置

県立こども病院
tel:0263-73-6700
fax:0263-73-5432
mail:kodomobyoin@pref.nagano.jp
医務課県立病院室
tel:026-235-7143
fax:026-223-7106
mail:byoinshitsu@pref.nagano.jp

71 薬物乱用防止

○長野県内の薬物事犯の検挙人員等につい
　て
○薬物乱用に係る基礎知識（乱用される薬
　物、麻薬・覚せい剤・シンナーの危険性
　（薬理作用）、社会に及ぼす影響）など
○その他（日本における覚せい剤乱用の歴
　史、薬物乱用相談窓口）

薬務課
tel:026-235-7159
fax:026-235-7398
mail:yakumuka@pref.nagano.jp

72
高齢者にやさしい住ま
いづくり

○住宅のバリアフリー化について
　・住宅のバリアフリー化の仕様・設備等
　・「信州ふるさとの住まい助成金」
○公的賃貸住宅における高齢者居住への取
　組みについて
○高齢者居住の現状について

建築管理課
tel:026-235-7334
fax:026-235-7479
mail:kenchiku@pref.nagano.jp

73
警察の犯罪被害者支援
の概要

○犯罪被害者の現状
○犯罪被害者支援の概要
 ・犯罪被害者支援の現状
 ・支援のための施策
 ・警察の各分野における施策
 ・関係機関・団体との連携の現状

警察本部警務課
tel:026-233-0110(内線2651)
mail:police@avis.ne.jp

　



番号 テ  ー  マ 説  明  の  概  要 担　当　課

○　一人しかいない自分が自分らしく成長できる信州教育を実現します

　　　育　・・・　生涯学習　学校　教育　人権教育・子どもの権利　

74 食農教育の推進

○日本型食生活普及・定着のための情報提
　供
○食生活指針に沿った食生活の推進のため
　の情報提供
○地産地消の推進について
○学校教育における食農教育の実態につい
　て

農政課
tel:026-235-7213
fax:026-235-7393
mail:nousei@pref.nagano.jp

75
動物の愛護と正しい飼
い方

○動物を飼う前に
　えさのやり方や病気への対応方法、しつ
　けの仕方などの基礎知識を覚えましょう
○動物の新しい飼い主になってみませんか
  処分される犬・猫たちの命を救い、正し
　い飼い方を身につけよう
○動物愛護センター(ハローアニマル)に行
　ってみよう

食品環境課
tel:026-235-7154,fax:026-232-7288
mail:syokukan@pref.nagano.jp
動物愛護センター
tel:0267-24-5071,fax:0267-26-3282
mail:dobutsuaigo@pref.nagano.jp

76
美術館インフォメー
ション

○信濃美術館、東山魁夷館で開催する展覧
　会及び収蔵品をより興味深く鑑賞する方
　法について

生活文化課
tel:026-235-7442,fax:026-234-6579
mail:seibun@pref.nagano.jp

77 生涯学習のすすめ
○市町村・団体等に対する学習相談と生涯
　学習情報の提供

教育委員会事務局文化財･生涯学習課
tel:026-235-7437
fax:026-235-7493
mail:bunshou@pref.nagano.jp

78
未来に伝える文化遺産
の保全

○文化財とは何か
○文化財保護の仕組み(文化財指定制度等)
○新しい文化財保護のあり方
○まちづくり、景観保全と文化財
　など

教育委員会事務局文化財･生涯学習課
tel:026-235-7441,fax:026-235-7493
mail:bunshou@pref.nagano.jp

79
私たちのスポーツクラ
ブを創ろう（総合型地
域スポーツクラブ）

○地域コミュニティーの核にスポーツを
　・地域に生かすニュースポーツ
　・地域で楽しむウォーキング
　・子どもの指導に生かす運動遊び

教育委員会事務局スポーツ課
tel:026-235-7449,fax:026-235-7476
mail:sports-ka@pref.nagano.jp
体育センター
tel:0263-86-0218,fax:0263-86-0204
mail:taice@nagano-c.ed.jp

80 教育委員会制度とは
○教育委員会の法的根拠、組織及び業務に
　ついて

教育委員会事務局教育振興課
tel:026-235-7423,fax:026-235-7487
mail:kyoiku@pref.nagano.jp

81 教育委員会の予算
○県教育委員会の予算の概要
○主要事業・新規事業の概要などについて

教育委員会事務局教育振興課
tel:026-235-7422,fax:026-235-7487
mail:kyoiku@pref.nagano.jp

82 私学教育の振興対策

○県内の私立学校（幼稚園、中学･高校、
　専修学校等）現況について
○私立学校を設置するには
○県の私学振興対策の状況について

私学教育振興室
tel:026-235-7058,fax:026-235-7387
mail:shigaku@pref.nagano.jp

83
信州こまやか教育プラ
ン―少人数学級・学習
集団の実施―

○児童･生徒の発達段階を考慮した学習指
　導を行い､基礎学力の向上を図る｢信州こ
　まやか教育プラン｣の事業内容について
・小学校３０人規模学級編制事業
・小学校低学年学習習慣形成支援事業
・小・中学校少人数学習集団編成事業

教育委員会事務局義務教育課
tel:026-235-7424
fax:026-235-7494
mail:gimukyou@pref.nagano.jp
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84
県立高等学校の選抜方
法改善･特色ある学校
づくり

○県立高校の選抜方法改善について
○特色ある学校づくりについて

教育委員会事務局高校教育課
tel:026-235-7430,fax:026-235-7488
mail:koukou@pref.nagano.jp

85
保護者・地域との連携
による開かれた学校づ
くり

○社会人講師の活用状況について
○授業公開の状況について
○学校施設の地域への開放状況について
○学校自己評価の実施について
〇ＮＰＯ等との連携状況について

教育委員会事務局教学指導課
tel:026-235-7434
fax:026-235-7495
mail:kyougaku@pref.nagano.jp

86
完全学校週５日制と学
力の向上

○完全学校週５日制の下で実施された「学
　力実態調査」、ＰＩＳＡ調査（ＯＥＣＤ
　生徒の学習到達度調査）及びＴＩＭＳＳ
　調査（国際数学・理科教育動向調査）の
　結果と今後の学力向上の取組みについて

教育委員会事務局教学指導課
tel:026-235-7434,fax:026-235-7495
mail:kyougaku@pref.nagano.jp

87 生徒指導の現状と課題
○不登校児童生徒への支援について
○いじめ・暴力行為等への対応について

教育委員会事務局教学指導課
tel:026-235-7436
fax:026-235-7495
mail:kyougaku@pref.nagano.jp

88
健康教育（児童生徒の
食と健康・心の健康）

○児童・生徒の食と健康について
　（現状、対策、学校・家庭・地域の連
携）
○児童・生徒の心の健康について
　（現状、対策、連携）

教育委員会事務局保健厚生課
tel:026-235-7444
fax:026-234-5169
mail:hokenkou@pref.nagano.jp

89 障害児教育

○長野県における障害児教育の現状
○個別の指導計画の作成について
○交流教育の実際、教育相談について
○ＬＤ・ＡＤＨＤ児等への支援について

教育委員会事務局自律教育課
tel:026-235-7432
fax:026-235-7459
mail:jiritsu@pref.nagano.jp

90 人権教育の推進

○長野県人権教育・啓発推進指針により県
　教委が行う人権教育の取組みについて
○人権教育指導資料（社会教育編・学校教
　育編）を活用した人権教育の推進方法に
　ついて

教育委員会事務局文化財･生涯学習課
tel:026-235-7437
fax:026-235-7493
mail:bunshou@pref.nagano.jp

91
 新
子どもの権利

○こどもの権利が尊重される社会づくりに
　ついて

教育委員会事務局こども支援課
tel:026-235-7450
fax:026-235-7490
mail:kodomo-shien@pref.nagano.jp

92
子どもの育ち、子育て
支援

○地域における子育てについて（信州”は
　ぐくみプラン”）
○幼児教育について（幼児教育振興プログ
　ラム）
○子育て指導者の養成について
○子育て講座の実施について
○親子の共同体験や父親の家庭教育参加支
　援などの各種事業について

教育委員会事務局こども支援課
tel:026-235-7451
fax:026-235-7490
mail:kodomo-shien@pref.nagano.jp

○　３×３（スリーバイスリー）により、活力溢れる信州経済と生活の豊かさを創ります

　　　創　・・・　信州ブランド　活力ある経済　人づくり

93
 新
信州のブランド戦略の
推進

○県が産学民と協働で策定しているブラン
　ド戦略について
○産業界、学術界のブランド化への取り組
　みについて
○個別の産品を支援する仕組みについて

信州ブランド・観光戦略局
tel:026-235-7199,fax:026-224-8751
mail:kanko@pref.nagano.jp
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94
創業者及び中小企業者
の経営革新向け支援施
策

○中小企業支援センター事業及びチャレン
　ジ起業相談室事業を中心として、新たに
　事業を起こそうとする人や既存中小企業
　の経営革新を目指す方々への支援策
○新規創業に当たっての心構え、留意すべ
　き点等

産業政策課
tel:026-235-7198,fax:026-235-7496
mail:sansei@pref.nagano.jp
ビジネス誘発課
tel:026-235-7195,fax:026-235-7496
mail:business@pref.nagano.jp

95
中小企業新事業活動促
進法

○法の概要（対象者、対象事業、手続き概
　要等）
○法に基づく支援策の詳細（中小企業が行
　う新製品開発等、新たな取り組み支援の
　ための融資､債務保証､補助金､税制等）
○支援策を申し込むための手続きの詳細
　（融資等を申し込む前に必要な手続き、
　関係機関との調整方法等）

ビジネス誘発課
tel:026-235-7195
fax:026-235-7496
mail:business@pref.nagano.jp

96
研究開発型中小企業等
支援施策

○研究開発を行う中小企業等に対する国、
　県等の各種支援施策について

産業技術支援課
tel:026-235-7194,fax:026-235-7197
mail:sangi@pref.nagano.jp

97
下請取引に関連する法
律

○下請代金支払遅延等防止法、下請中小企
　業振興法の内容に関するもの
○標準基本契約書等の下請取引の改善に関
　するもの

産業技術支援課
tel:026-235-7194,fax:026-235-7197
mail:sangi@pref.nagano.jp

98
知的財産に関する中小
企業向け支援施策

○中小企業の特許の取得や活用促進を目的
　に実施している県等の支援施策について

産業技術支援課
tel:026-235-7194,fax:026-235-7197
mail:sangi@pref.nagano.jp

99 県の雇用対策 ○県が行う雇用対策や支援策について
雇用・人財育成課
tel:026-235-7132,fax:026-235-7197
mail:koyo@pref.nagano.jp

100
 新
長野県が行う無料職業
紹介

○法改正の概要
○無料職業紹介のしくみ
○国の助成制度の概要

雇用・人財育成課
tel:026-235-7132,fax:026-235-7197
mail:koyo@pref.nagano.jp

101
職業訓練を活用しま
しょう

○事業主等委託訓練の活用方法や県、雇用
　・能力開発機構が行う公共職業訓練につ
　いて

雇用・人財育成課
tel:026-228-5054,fax:026-228-5053
mail:koyo@pref.nagano.jp

102
安心とゆとりの職場ー
働きがいのある労働環
境づくりー

○労使関係や労働条件等に関する労働相
　談、勤労者福祉施策など、安心して働く
　ことができる労働環境を実現するための
　県の取組について

労政課
tel:026-235-7118,fax:026-235-7327
mail:rosei@pref.nagano.jp

103
看護への道（看護師等
を目指すあなたへ）

○県内の看護師等の学校養成所の概要（募
　集人員､入学資格､修学期間､学費など）
○看護師等の資格取得までのコース、活動
　の場、修学資金制度、再就業相談・研修

医務課
tel:026-235-7144,fax:026-223-7106
mail:imu@pref.nagano.jp

104
長野県の建設産業構造
改革支援

○建設産業の現況について
○長野県建設産業構造改革支援プログラム
○建設産業構造改革支援事業について

監理課
tel:026-235-7314,fax:026-235-7482
mail:kanri@pref.nagano.jp

105 ＰＦＩ

○ＰＦＩの概要について
　・ＰＦＩの制度、仕組み、手続き
　・ＰＦＩの導入により期待される効果
　・ＰＦＩの課題　など
○ＰＦＩの導入に関する県の方針等につい
　て
　・ＰＦＩの導入に関する基本姿勢
　・ＰＦＩの対象事業の要件

政策促進チーム
tel:026-235-7250,fax:026-232-2637
mail:seisaku@pref.nagano.jp

　



番号 テ  ー  マ 説  明  の  概  要 担　当　課

○　たずねる人、迎える人、結ぶ人、共に満たし、満たされる観光交流空間を創造します

　　　温　・・・　観光　グリーンツーリズム　交通

106
ホスピタリティあふれ
る信州観光の創造

○信州を訪れる人が満足するだけでなく、
　地域や観光事業者も満足できる観光空間
　を創造するための施策について

信州ブランド・観光戦略局　観光・
物産振興チーム
tel:026-235-7201,fax:026-224-8751
mail:sinkou@pref.nagano.jp

107

 新
「安心、安全、正直」
な信州の温泉表示認定
制度

○温泉表示認定制度の概要について
　・認定制度の内容、手続きなど
○お客様の視点に立った取り組みについて

薬務課
tel:026-235-7157,fax:026-235-7398
mail:yakumuka@pref.nagano.jp
信州ブランド・観光戦略局
tel:026-235-7199,fax:026-224-8751
mail:kanko@pref.nagano.jp

108
グリーン・ツーリズム
の推進

○グリーン・ツーリズムとは（都市・農村
　交流を含む）
○県内の状況（グリーン・ツーリズム協議
　会含む）
○観光・修学旅行との連携について
○補助事業の活用について

農村整備課
tel:026-235-7243
fax:026-235-7484
mail:nouson@pref.nagano.jp

109
「トイレの長野モデル
指針」

○長野県の公共トイレのあるべき姿を見直
　し、ホスピタリティあふれるトイレを実
　現させていくことを目的として、「便座
　（トイレ）のあり方研究会」が作成した
　「トイレの長野モデル指針」のねらい、
　内容、活用方策などについて

施設課
tel:026-235-7342,fax:026-235-7477
mail:sisetuka@pref.nagano.jp

○ 「自律」した住民の信頼と絆により、地域から広がる活動を支えます

　　　絆　・・・　地域の自律支援　地域活動の創出　男女共同参画社会　まちづくり

110 県の広聴・広報制度

○県民の皆さんの意見や要望をお聞きする
　ための広聴事業の概要と開催状況並びに
　県政への反映状況について
○テレビ、ラジオ、新聞、ホームページな
　ど媒体ごとに広報活動の企画から制作ま
　での取り組み状況について

秘書広報チーム
tel:026-235-7054,7055､
fax:026-235-6232
mail:kouhou@pref.nagano.jp
信州コールセンターチーム
tel:026-235-7110､fax:026-235-6232
mail:callcenter@pref.nagano.jp

111
 新
コモンズ地域政策

○人と人との絆で支え合える地域づくりに
　関する取り組みについて
○構造改革特区、地域再生を利用した地域
　活性化の取り組みについて
○地域通貨などの取り組みについて

コモンズ・地域政策チーム
tel:026-235-7254,fax:026-235-7026
mail:
   commons-seisaku@pref.nagano.jp

112 県の行政改革

○県の行政改革に関する基本的考え方
○具体的な取り組み内容など
　・県の組織再編
　・人事制度改革
　・外郭団体見直し

行政システム改革チーム
tel:026-235-7029,fax:026-235-7030
mail:gyokaku@pref.nagano.jp

113
地域の防災力をアップ
しよう！

○地域や個人の防災対策について、「図上
　訓練」や「県防災ハンドブック」等によ
　り説明
○自主防災組織や避難所の運営について
○県の防災対策全般について
○県の危機管理体制について

危機管理・消防防災課
tel:026-235-7184
fax:026-233-4332
mail:bousai@pref.nagano.jp

　



番号 テ  ー  マ 説  明  の  概  要 担　当　課

114
男女共同参画社会の実
現に向けて

○男女間の不平等感や女性に対する暴力、
　社会生活と家庭生活の両立等が問題にな
　る中、県の条例及び計画に基づく取組み
　を中心に、男女共同参画社会実現の必要
　性や取組みについて

ユマニテ・人間尊重課
tel:026-235-7102,fax:026-235-7389
mail:humanite@pref.nagano.jp

115
一人ひとりを大切にー
人権を尊重しています
かー

○県が行う人権教育・啓発の取組みについ
　て
○人権啓発センターの事業内容について

ユマニテ・人間尊重課
tel:026-235-7106,fax:026-235-7389
mail:humanite@pref.nagano.jp

116 県の政策評価
○政策評価の一般的な概念と長野県が導入
　した「評価制度」の特長、概要及び評価
　結果について

政策評価課
tel:026-235-7020,fax:026-235-7471
mail:seisaku-hyoka@pref.nagano.jp

117 県の公共事業評価
○公共事業評価の一般的な概念と長野県の
　取組状況について

政策評価課
tel:026-235-7020,fax:026-235-7471
mail:seisaku-hyoka@pref.nagano.jp

118
 新
地理情報システム
（GIS)ってなに

○地理情報システムの活用について
○「WEBGIS信州」の便利な使い方

情報政策課
tel:026-235-7138,fax:026-235-0517
mail:joho@pref.nagano.jp

119
 新
情報セキュリティ

○情報セキュリティとは何か
○情報セキュリティの必要性

情報政策課
tel:026-235-7138,fax:026-235-0517
mail:joho@pref.nagano.jp

120
電子自治体実現に向け
た取組み

○電子申請・電子入札やインターネットに
　よる情報提供など、住民サービス向上を
　図るための各種施策について

情報政策課
tel:026-235-7138,fax:026-235-0517
mail:joho@pref.nagano.jp

121 県の国際交流事業
○国際交流、国際協力の施策など、地域の
　国際化に対応する県の取組状況について

国際課
tel:026-235-7188,fax:026-232-1644
mail:kokusai@pref.nagano.jp

122
国籍を越えた共生の県
づくり

○外国籍県民や、海外生活が長く日本語や
　日本の慣習が充分理解できない皆さんの
　相互理解を深めるための施策など、地域
　の国際化に対応する県の取組状況につい
　て

国際課
tel:026-235-7188,fax:026-232-1644
mail:kokusai@pref.nagano.jp

123 市町村の合併・自律

○市町村合併の効果や懸念される事項
○国や県の取組み
○合併の動向や手続き等
○自律支援について

市町村課まちづくり支援室
tel:026-235-7139,fax:026-235-7080
mail:machizukuri@pref.nagano.jp
地方事務所総務課

124
長野県健康づくり計画
「健康グレードアップ
ながの２１」

○長野県健康づくり計画「健康グレードア
　ップながの２１」の概要
○県民健康・栄養調査からみた健康・食生
　活の状況について
○生活習慣病（がん､脳卒中､心臓病など）
　の予防対策について
○栄養・食生活、アルコール、たばこ、身
　体活動、心の健康について

保健予防課
tel:026-235-7150
fax:026-235-7170
mail:hokenyob@pref.nagano.jp

125 ＮＰＯ活動
○ＮＰＯとは、特定非営利活動促進法とは
○ＮＰＯと行政との協働について

ＮＰＯ活動推進室
tel:026-235-7189,fax:026-232-2234
mail:npo@pref.nagano.jp

126
中心市街地の賑わいづ
くり

○個性豊かな店づくりや､魅力ある商店街､
　まちづくり、中心市街地の活性化など、
　「まち」（商店街）に賑わいを創り出す
　ための支援策について

産業政策課
tel:026-235-7198,fax:026-235-7496
mail:sansei@pref.nagano.jp
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127 集落営農の進め方
○住民の自発的な参加による集落営農への
　支援について
○集落営農の法人化へのメリットについて

農村整備課
tel:026-235-7243,fax:026-235-7484
mail:nouson@pref.nagano.jp

128 みんなのまちづくり
○まちなか探検などの実践活動を通じ、自
　分たちの住みたいまちづくりを考えるた
　めの小中学生向け講座

建築管理課
tel:026-235-7333
fax:026-235-7479
mail:kenchiku@pref.nagano.jp

129
まちづくりを支援する
制度

○まちづくりメニューの紹介
　・再開発関連（市街地再開発事業等を中
　　心に、市街地の総合的再生）
　・まちなか居住関連（市街地における住
　　宅整備の方策及び市街地の住宅供給方
　　策）
　・景観・保全関連（街なみの修景及び歴
　　史的街並の保全）
　・開発行為関連(市町村条例の制定支援)

建築管理課
tel:026-235-7333
fax:026-235-7479
mail:kenchiku@pref.nagano.jp

○　県の制度・しくみ

130 県の予算と財政状況
○県の予算概要
○現在の厳しい財政状況
○財政改革に向けた基本的考え方など

財政改革チーム
tel:026-235-7039,fax:026-235-7475
mail:zaisei@pref.nagano.jp

131 県税のしくみ
○税の種類や県税の基本的な仕組み
○県税の今後の課題等について
　（税源移譲、課税自主権等）

税務課
tel:026-235-7046,fax:026-235-7497
mail:zeimuka@pref.nagano.jp

132
情報公開及び個人情報
保護制度

○県民等からの請求に応じて県の公文書を
　公開する仕組みや、その利用方法など、
　情報公開及び個人情報保護制度の内容に
　ついて

情報公開課
tel:026-235-7059,fax:026-235-7370
mail:kokai@pref.nagano.jp

133
 新
統計データの活用

○わかりやすい統計の活用方法について
政策評価課
tel:026-235-7023,fax:026-235-7471
mail:seisaku-hyoka@pref.nagano.jp

　　※　それぞれのテーマに関する詳細につきましては、各所管課等にお問い合わせください。

　　※　テーマは適宜追加する予定ですが、ここに記載されていないテーマについて希望される場合は、

　　　信州コールセンターチーム（電話０２６－２３５－７１１０）に御相談ください。

　


